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1
秩序を乱す女たち? : 政治理論とフェミニズム / キャロル・ペ
イトマン著 ; 山田竜作訳. -- 法政大学出版局, 2014.7. -- (サ
ピエンティア ; 37).

311.7||Pa 12059134

2
女性が政治を変えるとき : 議員・市長・知事の経験 / 五十嵐暁
郎, ミランダ・A・シュラーズ著. -- 岩波書店, 2012.7.

312.1||Ig 12059135

3

The Palgrave handbook of women's political rights /
Susan Franceschet, Mona Lena Krook, Netina Tan,
editors. -- Palgrave Macmillan, c2019. -- (Gender and
politics)(Palgrave handbooks).

314.82||Fr 41669106

4
生活保障のガバナンス : ジェンダーとお金の流れで読み解く /
大沢真理著. -- 有斐閣, 2013.12.

364.021||Os 12059153

5
雇用と結婚出産子育て支援の経済学 : 女性のワーク・ライフ・
バランス / 足立泰美著. -- 大阪大学出版会, 2017.3.

366.38||Ad 12059146

6
なぜ女性は仕事を辞めるのか : 5155人の軌跡から読み解く /
岩田正美, 大沢真知子編著 ; 日本女子大学現代女性キャリア研
究所編. -- 青弓社, 2015.6. -- (青弓社ライブラリー ; 85).

366.38||Iw 12059143

7
女性研究者とワークライフバランス : キャリアを積むこと、家
族を持つこと / 仲真紀子, 久保(川合)南海子編. -- 新曜社,
2014.9.

366.38||Na 12059137

8
「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフスタイ
ルを考える / 乙部由子著. -- ミネルヴァ書房, 2019.10. --
(Minerva text library ; 69).

366.38||Ot 12059139

9
The Oxford handbook of feminist theory / Lisa Disch
and Mary Hawkesworth. -- Oxford University Press,
c2016.

367.1||Di 41669105

10

Woman and politics : paths to power and political
influence / Julie Dolan, Melissa Deckman, Michele L.
Swers ; : pbk. -- 4th ed. -- Rowman & Littlefield,
c2020.

: pbk 367.1||Do 41669101

11
ジェンダーの系譜学 / ジェニファー・ジャーモン [著] ; 左古輝
人訳. -- 法政大学出版局, 2012.11. -- (叢書・ウニベルシタ
ス ; 986).

367.1||Ge 12059150

12
ジェンダーで学ぶ社会学 / 伊藤公雄, 牟田和恵編. -- 全訂新版.
-- 世界思想社, 2015.10.

367.1||It 12059136

13
女性学・男性学 : ジェンダー論入門 / 伊藤公雄, 樹村みのり, 國
信潤子著. -- 第3版. -- 有斐閣, 2019.4. -- (有斐閣アルマ ;
Interest).

367.1||It 12059148
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14
ジェンダー・スタディーズ : 女性学・男性学を学ぶ / 牟田和恵
編. -- 改訂版. -- 大阪大学出版会, 2015.3. -- (大阪大学新世
紀レクチャー).

367.1||Mu 12059132

15
ジェンダーとセクシュアリティ : 現代社会に育つまなざし / 大
越愛子, 倉橋耕平編. -- 昭和堂, 2014.1.

367.1||Ok 12059151

16
境界を攪乱する : 性・生・暴力 / 竹村和子著. -- 岩波書店,
2013.5.

367.1||Ta 12059145

17

ジェンダー平等と多文化共生 : 複合差別を超えて : 東北大学グ
ローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同参画と
多文化共生」 / 辻村みよ子, 大沢真理編. -- 東北大学出版会,
2010.3.

367.1||Tu 12059149

18
The imagination of feminism / edited by Mary Evans. --
Sage, 2016. -- (Sage benchmarks in culture and
society . Feminism ; v. 1)(A Sage reference publication).

367.2||Ev||1 41669107

19
Making feminism / edited by Mary Evans. -- Sage,
2016. -- (Sage benchmarks in culture and society .
Feminism ; v. 2)(A Sage reference publication).

367.2||Ev||2 41669108

20
Feminist futures / edited by Mary Evans. -- Sage,
2016. -- (Sage benchmarks in culture and society .
Feminism ; v. 4)(A Sage reference publication).

367.2||Ev||4 41669110

21
境界なきフェミニズム / チャンドラー・タルパデー・モーハン
ティー著 ; 菊地恵子, 吉原令子, 我妻もえ子訳. -- 法政大学出版
局, 2012.4. -- (サピエンティア ; 23).

367.2||Mo 12059141

22

The Routledge handbook of contemporary feminism /
edited by Tasha Oren and Andrea Press ; : hbk. --
Routledge, 2019. -- (Routledge international
handbooks).

: hbk 367.2||Or 41669100

23
思想と文化 / 竹村和子, 義江明子編著. -- 明石書店, 2010.7. -
- (ジェンダー史叢書 ; 3).

367.208||Ge||3 12059138

24

The Routledge companion to gender and Japanese
culture / edited by Jennifer Coates, Lucy Fraser, and
Mark Pendleton ; : hbk. -- Routledge, 2020. --
(Routledge companions).

: hbk 367.21||Co 41668491

25
歴史を読み替えるジェンダーから見た日本史 / 久留島典子, 長
野ひろ子, 長志珠絵編. -- 大月書店, 2015.1.

367.21||Ku 12059140

26
少子高齢時代の女性と家族 : パネルデータから分かる日本の
ジェンダーと親子関係の変容 / 津谷典子 [ほか] 編著. -- 慶應
義塾大学出版会, 2018.2.

367.21||Tu 12059142
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27
アジアのなかのジェンダー : 多様な現実をとらえ考える / 川島
典子, 三宅えり子編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2015.5.
-- (シリーズ「女・あすに生きる」 ; 23).

367.22||Ka 12059133

28
Women of Asia : globalization, development, and
gender equity / edited by Mehrangiz Najafizadeh and
Linda L. Lindsey ; : pbk. -- Routledge, 2019.

: pbk 367.22||Na 41669102

29

中東・北アフリカにおけるジェンダー : イスラーム社会のダイ
ナミズムと多様性 / ザヒア・スマイール・サルヒー編著 ; 鷹木
恵子 [ほか] 訳. -- 明石書店, 2012.1. -- (世界人権問題叢書 ;
79).

367.227||Sa 12059152

30
ヨーロッパ・ジェンダー文化論 : 女神信仰・社会風俗・結婚観
の軌跡 / 浜本隆志 [ほか] 著. -- 明石書店, 2011.4.

367.23||Ha 12059154

31
「子どもの貧困」を問いなおす : 家族・ジェンダーの視点から
/ 松本伊智朗編 ; 湯澤直美 [ほか] 著. -- 法律文化社,
2017.10.

367.6||Ma 12059144

32
Locations of feminism / edited by Mary Evans. -- Sage,
2016. -- (Sage benchmarks in culture and society .
Feminism ; v. 3)(A Sage reference publication).

367.9||Ev||3 41669109

33
Documents of the LGBT movement / Chuck Stewart. -
- ABC-CLIO, c2018. -- (Eyewitness to history).

367.97||St 41669103

34

Contact moments : the politics of intercultural desire in
Japanese male-queer cultures / Katsuhiko Suganuma
; : pbk, : hbk. -- Hong Kong University Press, c2012. --
(Queer Asia).

: pbk 367.97||Su 41668490

35
Arguments about abortion : personhood, morality, and
law / Kate Greasley ; : pbk. -- Oxford University Press,
2017.

: pbk 498.2||Gr 41669104

36
Abortion rights : for and against / Kate Greasley,
Christopher Kaczor ; : hardback. -- Cambridge
University Press, 2018.

:
hard
back

498.2||Gr 41669111

37
「おネエことば」論 / クレア・マリィ著. -- 青土社,
2013.12.

814.9||Ma 12059147
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